
議案第１号

年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

令和２年

4月8日

役員選考会議 ・令和２・３年度役員選考について

○令和２年度総会提案事項について

・２０１９年度事業報告、収支決算について

・令和２・３年度役員の改選について

・令和２年度事業計画案と収支予算（案）について

・館長親睦会収支決算及び収支予算（案）について

・金沢市公民館連合会会則の一部改正について

・令和２年度県公連派遣役員について

・令和２年度各種団体の役員等の就任について、他

・令和２年度全公連永年勤続職員表彰候補者について

・令和２年度館長会議と市公連総会の中止について

令和２年度公民館長会議 ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

○第１回理事会の議決をもって総会の議決とする

5月7日 木 市公連事務局移転 金沢市第二本庁舎 ・金沢市柿木畠１番１号へ移転

・第２回理事会の開催の可否及び議題について

・石川県社会教育功労者表彰対象者の推薦について

・市公連・公職連合同ワーキングチームについて

○開催中止のため下記事項を書面評決

・令和元年度事業報告、収支決算について

・石川県公民館連合会　役員の選任について

・令和２年度事業計画、収支予算（案）について

・東海北陸及び石川県公民館大会の開催地について

○開催中止のため下記事項を書面評決

・２０１９年度事業報告、収支決算について

・令和２・３年度役員改選について

・令和２年度事業計画、予算（案）について

・石川県社会教育功労者表彰対象者の推薦について

・石川県優良公民館表彰について

・県公連館長表彰・優良職員表彰・永年勤続職員表彰の推薦について

・慶弔内規と館長親睦会会則の改正について

・令和２年度館長県外研修等について

・公民館関連諸問題検討ワーキングチームの設置について

・７月の理事会の中止について

6月23日 火 県市町公民館長研修会 中止

６月２５日２６日 木・金 館長県外研修 中止 ・豊橋市訪問予定

7月3日 金 新任館長研修会 長土塀青少年交流センター ・生涯学習課、市公連からの説明

7月6日 月 マナーを良くする市民会議 第二本庁舎大研修室 ・会長、事務局長出席

7月21日 火 町会連合会との懇談会 第二本庁舎2206会議室 ・町会連合会運営支援制度交付金について意見交換

５月末 視聴覚広報委員会総会 中止

第二本庁舎
2203会議室

中止
令和２年度市公連総会

5月21日 木 県公連定例総会 中止

第二本庁舎
2206会議室

水 会計監査
広坂分室

市公連事務局
・２０１９年度会計監査

第１回理事会
金沢市庁舎

第１委員会室
4月10日 金

第１回正副会長会5月20日 水

6月12日 金 第２回理事会

4月14日 火

令和２年度 事業報告



年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

・令和２年度金沢市公民館大会の開催について

・市公連・公職連合同WTの議題等について

・令和２年度館長県外研修等について

・令和２年度の成人式の取り扱いについて

・令和２年度金沢市公民館大会の運営の在り方について

・労働関係法改正に伴う働き方改革について

・第３回理事会提案議題について

・金沢市社会教育功労者表彰推薦について

・令和２年度館長県外研修等について

・館長主事合同研修会について

・令和３年館長新年会について

・高岡市との交流事業の中止について

・金沢市社会教育功労者表彰推薦について

・第５８回公民館大会・フェア実行委員会委員について

・令和２年度市公連優良役職員表彰及び

　永年勤続役職員表彰候補者の推薦について

・第１回市公連・公職連合同ＷＴ会議報告等について

第１回公民館フェア実行委員会 ・各部会の設置と事業について

・成人式についての要望書の取り扱いについて

・成人式についての新聞記事に対する市公連の対応について

・公職連の要望書への生涯学習課の回答についての調整

・公職連の要望書の取り扱いについて

・新聞報道の誤解を解くための通知について

10月8日 木 第７２回石川県公民館大会 中止 ・表彰状等は会長が該当公民館に持参

・成人式に関する要望書の生涯学習課の回答について

・７０周年記念事業について

・明年度の予算要望について

10月15日 木 金沢市自転車マナーアップの日 城南中学校 ・会長参加

10月25日 日 金沢マラソン２０２０ 中止

10月28日 水 石川県優良公民館表彰式 県庁舎 ・長町公民館受賞

11月8日 日 第６３回町会連合会大会 ホテル日航 ・会長出席

・働き方改革（パワーハラスメント対策）について

　石川労働局雇用環境・均等室　坂本様の講演

１１月１９日２０日 木・金 第５６回東海北陸公民館大会 中止 ・福井市で開催予定を１年延期

11月20日 金 第２８回校下婦人会研究大会 女性センター ・会長ほか多くの公民館長出席

11月28日 土 おもてなしキャンペーン 中止

・被表彰者　太田崎浦公民館長、林旭日公民館長

　松尾大徳公民館長、坂井中村町公民館副館長

・第二回市公連・公職連合同WT開催報告について

・令和３年度金沢市予算編成に関する要望書について

・市公連優良役職員表彰・永年勤続者被表彰者数について

・市公連表彰受賞代表者および代表謝辞者について

・令和３年度館長県外研修の日程等について

・令和３年度金沢市予算編成に関する要望書の確認

・市公連の負担金の返還について

・市公連表彰記念品の選定について

・金沢方式における地元負担の見直しについて

・公民館長・職員への指導、相談体制の充実強化について

・新型コロナウイルスの感染防止対策経費について

・公民館避難所の整備について

・職員の待遇の改善について

・地区公民館の運営について

第一本庁舎
第二本庁舎

金沢市へ要望書の提出

12月3日

第６回正副会長会

12月14日 月

12月1日 火
金沢市社会教育
功労者表彰式

第二本庁舎
大研修室

木 第４回理事会 第二本庁舎2203会議室

11月17日 火 第２回市公連・公職連合同ＷＴ 第二本庁舎2202会議室

10月14日 水 第５回正副会長 市公連事務室

金
第３回理事会 長土塀青少年

交流センター

9月11日 金 第３回正副会長会 市公連事務室

第二本庁舎2205会議室

8月6日 木

市公連・公職連役員連絡会 第二本庁舎2205会議室

9月29日 火

第４回正副会長会 市公連事務室

9月18日

第１回市公連・公職連合同ＷＴ
長土塀青少年
交流センター

8月3日 月 第２回正副会長会



年月日 曜 日 事　　業　　名 会　　　　　　場 内　　　　　　　　　容

令和３年

1月4日 月

・第５回理事会の議題について

・第１７回高岡市公民館フェスタへの対応について

・弥生、粟崎、大徳、松寺、扇台公民館の５館を

　表彰決定

第２回公民館フェア実行委員会 ・各部会からの報告等、大会の確認事項について

・令和３年度各公民館の負担金について

・令和３年度事業計画（案）について

・令和３年度館長県外研修等について

・館長バッチの申し合わせ事項について

館長オンライン新年会 ・理事会とブロック代表館をZoomでつなぎ懇談

・令和２年度成人式の評価と課題について

・式典、表彰式

　市長優良表彰　７名、市永年勤続役職員　３名

　市公連優良役職員　 　２１名

　市公連永年勤続　　　２８７名

　第１４回館報表彰式　５館表彰

・創作作品展、コーラスフェスティバルは映像配信

・参加型コーラスイベント「Zoomで歌おう」の実施

第８回正副会長会 市公連事務室 ・公職連役員との連絡会について

市公連・公職連役員連絡会 ２２０３会議室 ・令和２年度成人式の評価と課題について

第３４回視聴覚課題写真審査会 ・「卯辰山周辺（東山地区を除く）景観」入賞７点、入選１０点

視聴覚広報委員会役員会 ・新年度の課題写真のテーマについて

・令和２年度成人式の総括

・今後の検討課題について協議

・令和２年度事業報告及び決算見込み

・令和３年度総会について

・令和３年度事業計画及び収支予算（案）について他

第３回公民館フェア実行委員会 ・公民館大会決算報告と反省会

第二本庁舎 2203会議室
第７回理事会

3月22日 月

2月21日 日

第５８回金沢市公民館
大会・公民館フェア

“楽集”
※オンライン開催

中央公民館
彦三館

木
第二本庁舎
2203会議室

・正副会長

1月19日 火

第７回正副会長

第１２回地区公民館
館報審査会

第５回理事会

市公連事務室

第二本庁舎
２２０１会議室

第二本庁舎
第１研修室

市役所新年挨拶まわり 市庁舎等

第３回市公連・公職連合同WT

月 第６回理事会
第二本庁舎

２３０１会議室

2月25日 木

3月18日

2月8日


